
単位（千円）

県立学校教育課 9,088

県立学校教育課 7,931

(3,754)
義務教育課 8,993

(4,586,669)
施設課 4,586,669

(164,304)
施設課 205,380

(33,264)
施設課 41,580

(93,185)
県立学校教育課 140,562

(73,995)
義務教育課 92,495

(35,004)
義務教育課 43,756

県立学校教育課 61,998

財務課 51,094

総務課 13,139

財務課・保健体育課 7,613

県立学校教育課 7,501

義務教育課 7,196

県立学校教育課 2,000

※ 金額の上段括弧書きは一括交付金額

平成２４年度　教育委員会の新規事業

事　　業　　名 事　　業　　概　　要

1

英語立県沖縄推進戦略事業
　英語立県沖縄を目指し、「交流と体験」をキーワードに児童生徒の国際交
流、教員の資質向上等に要する経費
　①英語教諭の指導力向上研修、及び英語力検証に係る研究の実施
　②英検の合格推進
　③アジア、欧米、豪州との姉妹校提携推進

2
沖縄科学技術向上事業 　理系人材の育成を図るために要する経費

　①沖縄科学グランプリ(全国大会「科学の甲子園」の県予選）の実施、
　②科学フォーラム（県内外の第一線の研究者の講演等）、
　③先端研究機関への生徒派遣、　④合同宿泊学習会

3
教員指導力向上事業 　児童生徒の「確かな学力」の向上を目的とした指導方法の改善を図る研修

等に要する経費
　①地区別ブロック型研修事業
　②授業改善研修会

4
公立学校施設整備事業(公共投資交付金）

　公立学校の校舎等施設整備（市町村補助）に要する経費

5
高等学校施設塩害防止・長寿命化事業 　沖縄特有の潮風による塩害や紫外線照射により経年劣化の進行が早い

本県の施設を、通常の維持補修とは別に、計画的に外壁補修、塗装改修及
び屋根防水改修を行うことによる安全な施設の確保、長寿命化に要する経
費

6
特別支援学校施設塩害防止･長寿命化事業 　沖縄特有の潮風による塩害や紫外線照射により経年劣化の進行が早い

本県の施設を、通常の維持補修とは別に、計画的に外壁補修、塗装改修及
び屋根防水改修を行うことによる安全な施設の確保、長寿命化に要する経
費

7
国際性に富む人材育成留学事業

　国際社会で活躍し、沖縄県の振興・発展を担う人材を育成するため、高校
生や大学生等の国外留学の支援に要する経費

8
複式学級教育環境改善事業 　個々の学年に応じたきめ細かな指導を実現し、児童生徒の「確かな学力向

上」のため、離島等における複式学級を有する小学校へ非常勤講師を配置
するために要する経費

9
夢・実現学力向上研究事業

　児童生徒の学力の定着や学習意欲の向上を図り、個々の児童生徒への
学習支援の実施に要する経費

10

沖縄県総合教育情報ネットワークサー
バー更新事業 　沖縄県総合教育情報ネットワークサーバ機器等の更新に要する経費

11
特別支援学校編成整備事業

　特別支援学校編成整備計画の実行に伴う備品等の整備に要する経費

12
教育情報化推進事業 　県立学校の教員へ1人１台の校務用コンピュータの整備を行い、校務の効

率化、教材研究の充実を図るのに要する経費

　東日本大震災により被災し、経済的理由により就学困難な幼児、児童･生
徒に対する就学援助事業等に要する経費

14

県立高等学校特別支援教育支援員配置
事業

　障害のある生徒が在籍する県立高等学校へ特別支援教育支援員を配置
し、授業担当者と連携し障害特性等に応じた学習支援や生活支援を行い、
校内支援体制の充実を図るのに要する経費

（４月当初予算分）

15
震災に係る心のケア事業 　東日本大震災により被災した児童生徒等の心のケア、教職員、保護者等

への助言･援助、福祉機関等関係機関・団体との連携調整等様々な課題に
対応するため、スクールカウンセラー等の派遣に要する経費

16
進学支援事業 　大学･短大への進学希望者の多い学校を推進校として指定し、進学指導を

充実強化することで生徒の進路実現を図るのに要する経費

13
被災児童生徒等就学支援事業



単位（千円）

(773,903)
施設課 967,379

(166,320)
施設課 207,900

(53,991)
県立学校教育課 67,489

(45,600)
財務課 57,001

(32,930)
義務教育課 41,163

(31,740)
文化財課 39,675

(30,659)
財務課 38,324

(25,275)

保健体育課 31,594

(14,710)

県立学校教育課 18,388

(14,609)

義務教育課 16,436

(11,316)

県立学校教育課 14,146

(10,322)

総務課 12,903

※ 金額の上段括弧書きは一括交付金額

（５月補正予算分）

11

教育相談・就学支援事業
　高等学校の不登校生徒を支援するための社会福祉士等の派遣に要す
る経費

12

離島児童・生徒支援センター（仮称）整備事業

　離島から高校進学する生徒の寄宿舎（寮）及び交流拠点機能等を持つ
複合施設を設置するための調査に要する経費

9

キャリア教育マネジメント事業 　本県の普通高校におけるキャリア教育を推進し、生徒のキャリア意識涵
養を図るため、①校長、教頭向け研修会の実施、②教諭向けの研修会の
実施、③指定校を７校指定し、学校教育全体に関わるキャリア教育の実践
を推進を実施するための経費

10

離島・へき地における学習支援事業
　離島・へき地の中学生に対する学習支援のための講師の派遣支援に要
する経費

7
自立を目指す特別支援教育環境整備事業

　県立特別支援学校を対象とし、卒業後、自立して社会活動に参加できる
人材育成のために必要な特別支援教育用備品の整備に要する経費

8

学校安全体制整備事業 　周囲を海に囲まれ、島々が多く、海抜１０ｍ未満の低地に約３割の学校
が立地している状況を踏まえ、防災リーダーの育成や防災対応システムを
活用した「迅速で的確な対応」で児童生徒の安全確保体制を構築するた
めの経費

5
中学生いきいきサポート事業 　中学生に「中学生いきいきサポート相談員」を配置し、生徒の不登校や

問題行動などの早期発見・対応や未然防止に関する実践的な取り組みを
推進し、不登校生徒の登校復帰や遊び非行生徒の立ち直り支援の充実を
図るための経費

6

琉球王国外交文書等の編集刊行および
デジタル化事業 　沖縄独自の歴史文化の原点につながる「琉球王国」の交流史等に関す

る資料を編集・刊行するための事業の実施に要する経費

3
グローバル・リーダー育成海外短期研修事業 　グローバルな視点を持った世界で主体的に活躍できるリーダーを育成す

る基礎作りを図るために、①アメリカ高等教育体験研修、②海外サイエン
ス体験短期研修、③中国教育交流研修、④沖縄県高校生芸術文化交流
プログラムを実施するための経費

4
即戦力アップ教育環境整備事業

　高等学校における産業教育の実験実習に必要な設備を整備し、即戦力
のある人材の育成を図るための経費

1
県立学校再生可能エネルギー導入事業

　県立学校施設への太陽光発電等、再生可能エネルギーの導入等に要
する経費

2
高等学校施設塩害防止・長寿命化事業 　沖縄特有の潮風による塩害や紫外線照射により経年劣化の進行が早い

本県の施設を、通常の維持補修とは別に、計画的に外壁補修、塗装改修
及び屋根防水改修を行うことによる安全な施設の確保、長寿命化に要す
る経費

平成２４年度　教育委員会の新規事業

事　　業　　名 事　　業　　概　　要



単位（千円）

H24予算額 140,093

H23予算額 142,348

義務教育課 増減額 △ 2,255
H24予算額 34,677

H23予算額 12,055

義務教育課 増減額 22,622

H24予算額 16,679

H23予算額 17,121

義務教育課 増減額 △ 442

H24予算額 725,765

H23予算額 746,072

県立学校教育課
増減額 △ 20,307

H24予算額 224,771

H23予算額 230,039

県立学校教育課 増減額 △ 5,268
H24予算額 39,106

H23予算額 31,748

県立学校教育課 増減額 7,358

H24予算額 18,253

H23予算額 14,600

県立学校教育課 増減額 3,653
H24予算額 51,142
H23予算額 46,590

保健体育課 増減額 4,552

H24予算額 78,201

H23予算額 87,731

生涯学習振興課 増減額 △ 9,530
H24予算額 10,090

H23予算額 10,090

生涯学習振興課 増減額 0
H24予算額 399,621

H23予算額 352,772

文化財課 増減額 46,849
H24予算額 515,044

H23予算額 428,630

財務課 増減額 86,414
H24予算額 248,893

H23予算額 260,338

財務課 増減額 △ 11,445
H24予算額 7,408,410

H23予算額 7,587,440

施設課 増減額 △ 179,030

14
県立学校施設整備費

　 県立学校の校舎等施設整備に要する経費

12
産業教育施設整備事業費
（特別装置） 　 高等学校の産業教育に必要な実験実習等の設

備整備に要する経費

13
特別支援学校就学奨励費（補助事
業)

　特別支援学校への就学の特殊事情に鑑み、保
護者の経済的負担を軽減し、就学を奨励するため
に要する経費

7

 　指導資料の作成、研修会等の開催、学校現場
に指導者派遣（水泳、武道・ダンス）を行い、教師
の指導力向上を図るのに要する経費

9
学校・家庭・地域の連携協力事業

　市町村が実施する以下の事業の補助に要する
経費
　①地域全体で学校教育を支援する体制の構築
　②放課後子ども教室の推進
　③地域全体で家庭教育を支援する環境の整備

8
スポーツ振興事業

4
奨学金事業関係経費

6
　 日常的に医療的ケアの必要な児童生徒のいる
特別支援学校に看護師を配置し、学校におけるケ
ア体制の整備に要する経費

離島読書活動支援事業 　 離島地域において移動図書館や団体貸出等を
実施し、読書環境の整備を図るために要する経費

　優秀な人材が経済的な理由で進学を断念するこ
とのないよう、財団法人沖縄県国際交流･人材育
成財団の実施事業に対する補助に要する経費
　①高等学校等育英奨学事業(651,015)
　②高等学校奨学事業(30,132)
　③奨学関係事業費(44,618)

特別支援学校における医療的ケア
体制整備事業

　生徒の望ましい職業観･勤労観を育成し、進路の
早期決定を図るとともに、県内外の企業に対して
強力に求人要請を行い、積極的に就職活動を推
進するために要する経費

キャリア教育推進事業

1
スクールカウンセラー・スクール
ソーシャルワーカー等配置事業

　 臨床心理専門のスクールカウンセラー及び社会
福祉等専門のスクールソーシャルワーカーを県内
小中学校へ配置するための経費

　 県内に所在する国・県指定文化財の保護及び
活用と、歴史的・学術的に貴重な文化財の調査等
に要する経費

5
外国青年招致事業 　 高等学校等に外国語指導助手を配置し、本県

児童生徒の実践的コミュニケーション能力の育成
や国際理解教育の推進を図るために要する経費

11
文化財保存整備関係経費

10

平成２４年度教育委員会の主な継続事業

事　　業　　概　　要事　　業　　名

2
戦中戦後の混乱期における義務
教育未修了者支援事業

　 戦中戦後の混乱期における義務教育未修了者
の実態把握と希望者への学習支援に要する経費
H24総事業費34,677（うち一括交付金：27,741)

3
「中一ギャップ」対策事業

　 中学校における学業不振や不登校の児童生徒
に対し、学習支援や相談活動等の支援を行う「中１
サポーター」を配置することにより、いわゆる「中１
ギャップ」の解消に要する経費
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